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このたびの台風により被害を受けられました皆様、また関係者の皆様には心よりお見舞
い申し上げます。多くの関係者の皆様には、ご心配を頂きましたが、復旧に向けてオール
千葉で取り組んでおります。
今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。

MICE
※ MICE（マイス）とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体・学会等が行う国際
会議（Convention）、イベント・展示会・見本市（Event/Exhibition）のことで、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。

【〈MICE誘致・支援〉 問い合せ先】

MICE事業部

０４３－２９７－２７５１

１．「Top 25 Destinations in Asia Pacific」で千葉市が２５位に選ばれました！
「Top 25 Destinations in Asia Pacific」とは、Cvent社の会場ソーシングサイトで紹介された
世界11,000以上の都市を独自の調査及び評価を元に発表しているランキングです。
Cvent社は、イベントマネジメントテクノロジー分野で20年以上の実績を持ち、イベントプラン
ナーやマーケティング担当者向けにイベント全般のテクノロジーサービス（オンライン登録、会場調
査、イベント管理、マーケティング、当日登録システム、来場者管理等）を提供し、世界各地のホ
テルやイベント会場とマッチングを行っています。
日本では、東京（6位）、大阪（18位）、横浜（22位）と、なっております。

２．誘致決定案件（2019年7～9月決定案件）
65th Annual State Convention of Hawaii Association of
Public Accountants
会期：2020年6月8日～9日

予定参加者数：100名

会場：ヒルトン成田（成田市）

４th Annual CU‐UCSD cMAV Symposium
会期：2020年12月11日

予定参加者数：200名

会場：アパホテル&リゾート東京ベイ幕張（千葉市）
アメリカのサンディエゴ州立大学との交流会議

ハワイ州公認会計士協会年次総会

３．MICE誘致プロモーション活動報告
北米最大の MICE 見本市『IMEX America』及び、『ICCA
Asia Pacific Chapter Business Workshop 2019』に出展し、
具体的案件を取得するための誘致活動を行いました。
事前のアポイントが多数入るなど、オリンピック・パラリンピックの
影響もあり、日本への関心が高まっていると感じられました。

IMEX America 2019 （ラスベガス） 〈9月10日～12日〉
世界最大規模の来場者数を誇る北米最大のMICE見本市
ICCA Asia Pacific Chapter Business Workshop 2019
（メルボルン）〈9月16日～18日〉
アジアパシフィック地位のICCA会員と交際会議の開催地決
定権者とのビジネスマッチングを目的とした B to B のワーク
ショップ

４．主なMICE支援情報
IceCube Collaboration Fall Meeting 2019
会期

2019年9月16日～20日

参加者数

180名

会場

千葉大学西千葉キャンパス（千葉市）

経済波及効果

約46百万円

千葉大学大学院理学研究院付属ハドロン宇宙国際研究センターによる「IceCube Collaboration Fall Meeting 2019」が日本・アジア地
区で初めて開催されました。
アイスキューブ実験は、南極点直下の氷中に球状をした光検出器を埋め込んで宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノを観測する
１２ヵ国共同プロジェクトで、日本からは唯一参加している千葉大学チームのキャンパスを会場に世界１１ヵ国からの参加者１８０名が参加し
ました。当財団では、地元大学や産業の発展に寄与できるよう多岐にわたる支援を行っています。

第46回日本ニュージーランド経済人会議
会期：

2019年9月18日～20日

参加者数

150名

会場

柏の葉カンファレンスセンター（柏市）

経済波及効果

約13百万円

標記会議は、経済界の2国間協議の場として、両国で交互に開催をしているが、今年はラグビーワールドカップが日本開催という事、
世界最強のオールブラックスが、柏市でキャンプを行う事を鑑み、柏市の「柏の葉カンファレンスセンター」にて開催されました。
1年半前から会議、宿泊、レセプション会場の手配に入り、150名中80名のニュージーランド経済人の方々が参加。
フェアウェルパーティーでは、「逆井囃子」が出演。おかめやひょっとこ、獅子舞など、いろいろなお面が登場したのが、外国人の方には目
新しかったらしく、最後は拍手喝采で大いに楽しんでいただきました。

５ ．今後の予定
海外プロモーション
JNTO MICEセミナー (シンガポール） 〈11月12日〉

IBTM World (バルセロナ） 〈11月19日～21日〉

2019年11月～2019年12月に開催される主なコンベンション
第56回日本小児アレルギー学会学術大会

11月2日～3日

幕張メッセ（千葉市）

2,000人

International Training Course on Carbon-ion Radiotherapy

11月11日～13日

量子科学技術研究開発機構
（千葉市）

60人

日本放射線技術学会 第66回関東支部研究発表大会

11月16日～17日

三井ガーデンホテル千葉（千葉市）

600人

第39回医療情報学連合大会
（第20回日本医療情報学会学術集会）

11月21日～24日

幕張メッセ（千葉市）

計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会(SSI2019)

11月23日～25日

千葉大学西千葉キャンパス
（千葉市）

International Monorail Association Annual Conference
-Monorailex 2019-

11月24日～27日

ホテル ザ・マンハッタン（千葉市）

第21回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会2019

11月30日～12月1日 かずさアカデミアパーク（木更津市）

千葉県国際交流センター
【〈国際交流・多文化共生推進〉 問い合せ先】 千葉県国際交流センター ０４３－２９７－０２４５

１．日本語ボランティア基礎講座 inいすみ〈７月～８月〉
長年、日本語教育に携わっておられる矢崎先生、萬浪先生、樋口先生を講
師に迎え、これから日本語ボランティアを始めたい方など初心者を対象に、いすみ
市で、全４回の講座を行いました。日本語教室の概要や日本語教室に通ったこ
とのある外国人の経験談などの導入から始まり、文法の基礎知識ややさしい日
本語の作り方、身近なものを使った教材の作り方など、幅広く学びました。
講師： 矢崎 理恵氏（社会福祉法人さぽうと２１ 学習支援室コーディネーター）・
萬浪 絵里 氏（千葉市国際交流協会委嘱日本語教育コーディネーター）・
樋口 万喜子氏（NPO日本語教科・学習支援ネット代表）

２．国際理解セミナー〈8/19〉
第51回高校生夏季宿泊国際理解セミナーにて、千葉県高等学校教育研究会
国際教育研究部会と共催で、国際理解講座を実施しました。講師は、青年海外
協力隊としてトンガ王国で活動した中村沙絵氏で、「マーレイ！南の島、トンガ王
国へようこそ～今すぐ始めてみよう国際協力～」をテーマにお話いただきました。
スライドを使った分かりやすい説明や、民族衣装の体験など、あまりなじみのない
国“トンガ王国”への理解を深め、親しみをもつきっかけになりました。

3,500人
450人
50人
700人

３．国際スポーツ大会でのボランティア活動
世界柔道選手権東京大会〈8/25～9/1〉、千葉2019ワールドテコンドーグランプリ〈9/13～15〉
８月２５日から９月１日に武道館で行われた世界柔道選手権東京大会にて、当セン
ターに登録しているボランティア延べ６５名が、練習場の選手のサポート、海外からのVIP
入口の受付、審判員席への飲料運び等として活動しました。
また、千葉ポートアリーナにて、９月１３日から１５日に行われた２０１９ワールドテコンドー
グランプリでは、当センターの語学ボランティア延べ１４４名が、審判用ビデオ撮影、選手へ
の防具の貸出＆回収、VIPアテンド、ドーピングコントロールの補助等として活動しました。
大きな国際大会の舞台裏で、当センターのボランティアが縁の下の力持ちとして生き生
きと活動する姿が印象的でした。
４．通訳ボランティア養成講座〈８月～１１月〉

５．国際協力パネル展〈7/2～8〉

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技の一部が千葉県で開催されるこ

千葉県ユニセフ協会、千葉県、JICA東

とに伴い、海外から多くの旅行客が見込まれることから、千葉県から委託を受け、

京とともに、そごう千葉店ギャラリースペース

平成２７年から実施している通訳ボランティア養成講座が８月から始まりました。

で国際協力パネル展を行いました。各団

様々な場面を想定した語学のﾛｰﾙﾌﾟﾚｲのほか、オリンピックやパラリンピックの

体の取り組みを写真やパネル、配布資料

競技関係者による講義や千葉県の魅力、異文化コミュニケーションなど、幅広

を使って紹介し、多くの方に活動を知って

く学び、通訳ボランティアに必要なスキルを高めています。

いただく機会になりました。

千葉県フィルムコミッション
【〈映画・ドラマ撮影支援〉 問い合せ先】 千葉県フィルムコミッション ０４３－２１３－３５３３

１．「県民の日ちばワクワクフェスタ2019」にてフィルムコミッション活動パネル展示
6月16日に幕張メッセで開催された「県民の日ちばワクワクフェスタ2019」にて、スポーツ
コンシェルジェとの共同出展にて、千葉県フィルムコミッションの写真展示を行いました。
昨年、千葉市、木更津市、九十九里町で撮影が行われたNHK大河ドラマ「いだて
ん」の県内撮影風景と、今年6月公開のアニメ映画「きみと、波にのれたら」の県内ロ
ケーションのパネル展示を実施し、FC業務についての広報PR活動を行いました。

２．撮影支援事業に関する作品情報
2018年7月に撮影された映画「町田くんの世界」が、今年6月に全国公開されました。
撮影場所の横利根閘門は利根川と横利根川の合流部に造られた大正10年完成の
レンガ造りの複式閘門。千葉県と茨城県の県境にあり、閘門の両側には緑地を生か
した西洋庭園や各種広場が整備されており、映画の中の大切なシーンが撮影されま
した。

３．撮影支援事業に関する作品情報
2019年7月に公開された映画「よこがお」が、昨年11月に千葉市教育会館と千葉市
美浜区磯辺の交差点２か所で撮影が行われました。
追い詰められた主人公の市子（筒井真理子）が被害者支援団体に相談に行った
シーンと、動物園からの帰り道のシーン、印象的なラストシーンが描かれました。

千葉県スポーツコンシェルジュ
【〈スポーツツーリズム支援〉 問い合せ先】 千葉県スポーツコンシェルジュ ０４３－２９７－２７５４
１．世界ボートジュニア選手権大会でのPRブース出展
8月7日（水曜日）から東京晴海海の森で開催された、世界ボートジュニア選手権大
会で千葉県のPRブースを出展しました。この大会はオリンピックのテストイベントという位
置づけで、本番さながらの仮設の施設が設置されていました。選手・役員は大型バス
での輸送がされており、新宿や品川、豊洲のホテルから次々に会場入りしていました。
海の森の近くには建設中の建物が目立ち、ダンプカーも多く建設ラッシュです。羽田
空港の着陸路にもなっていて、大きな音を立ててボートコースのすぐ上を飛行機が飛ん
でいきます。大会期間中はとても暑くて、選手を応援するためにやってきたオーストラリア
やオランダの家族には相当応えているようでした。

２．NOC/NPC選手団団長セミナーでの事前キャンプPRブース出展
8月20日（火曜日）からNOC（各国オリンピック委員会）、9月10日（火曜日）からNPC
（各国パラリンピック委員会）の選手団団長セミナーが東京ニューオータニで開催されまし
た。会議が行われる会場の前には、8県の事前キャンプ地PRブースが設けられ、千葉県
スポーツコンシェルジュも、埼玉県、茨城県、愛知県などと参加をし、プロモーション活動
を行ってきました。接触する時間は、8時からの会議前、会議途中のティータイム、会議
終了後のランチに出かける時になります。会議の中で事前キャンプについて説明された後
には、たくさんの方からの質問に対応、間に合わない場合は机上の資料を持っていく方も
いらっしゃいました。

３．味の素ナショナルトレーニングセンターでの研修
9月4日（水曜日）に、東京2020オリンピック・パラリンピックの事前キャンプを誘致してい
る自治体担当者を対象とする研修会を、味の素ナショナルトレーニングセンターで開催し
ました。この事業は、千葉県からスポーツコンシェルジュが受注したもので、ＮＯＣ（各国オ
リンピック委員会）やＮＦ（各国競技団体）と各自治体がキャンプ実施に向けた様々な手
続きや、契約のあり方等について専門的な方にアドバイスを受けられるようなシステムを
構築するものです。研修会は、講師から一般的な事前キャンプのあり方や留意点につい
てお話を聞いたうえで、参加した市町村の現状やＭＯＵ（Memorandum of

味の素ナショナルトレーニングセンター
柔道場1,000畳を超える広さは世界最大級

Understandingの略）の作成状況について発表していただきました。

新規会員紹介
会員名

業 種

所在地

備 考

株式会社感動舎

イベント企画

千葉市
中央区

各種イベント運営、
備品調達 他

ベッセルイン千葉駅前

宿泊業

千葉市
中央区

JR「千葉駅」東口
より徒歩４分

賛助会員募集中！
当財団の目的・活動に賛同し、ご支援いただける賛助会員を
募集しております。詳しくは財団ウェブサイトをご覧ください。

賛助会員の皆様へのお知らせ
【賛助会員様限定】サービスのご案内
当財団のウェブサイト内に、「賛助会員からのお知らせ」欄を設けております。専用の申請フォームより、貴企業・団体のお知らせし
たい情報（新サービス、新商品、プロモーションなど）及び必要事項をご記入いただき、送信してください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
【掲載場所】 「財団ウェブサイト（日）」「MICEウェブサイト（日）」のページ下部にある「賛助会員のご紹介」欄

公益財団法人

ちば国際コンベンションビューロー

〒261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト14階
TEL.043-297-4301（代表）

FAX.043-297-2753

http://www.ccb.or.jp/

